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旅行会社の皆様へ



アクセス

電車・新幹線ご利用の場合

東京 ・北陸新幹線 約2時間15分

大阪 ・特急サンダーバード・北陸新幹線 約3時間30分

名古屋 ・特急しらさぎ・北陸新幹線 約4時間30分

長野 ・北陸新幹線 約30分

車・観光バスをご利用の場合

東京 ・上信越自動車道～北陸自動車道経由 約5時間（360㎞）

・関越自動車道～北陸自動車道経由 約5時間（400㎞）

大阪 ・名神高速道路～北陸自動車道経由 約6時間（470㎞）

名古屋 ・東海北陸自動車道～北陸自動車道経由 約4時間30分（360㎞）

・中央自動車道～国道148号線経由 約5時間（340㎞）

長野 ・上信越自動車道～北陸自動車道経由 約1時間30分（100㎞）

〈糸魚川駅周辺の大型バス駐車場について〉

※JR糸魚川駅アルプス口ロータリーに大型バスの駐車が可能です（短時間）

※1時間以上の駐車は糸魚川商工会議所裏の大型バス専用駐車場の利用可

ご予約：糸魚川市観光案内所 TEL025-553-1785



糸魚川市の観光素材➀

深海魚の絶好の漁場である糸魚川では、
禁漁期間の1月・2月を除き道の駅で直売！

（3月～12月）
紅ズワイガニ



糸魚川市の観光素材②

荒波あんこう
日本海の激しい荒波にもまれたあんこうは、
肝が大きくなり引き締まった身に育つ！

（12月～3月）



糸魚川市の観光素材③

ヒスイ ユネスコ世界ジオパークにも認定された
世界最古のヒスイ文化発祥の地。



団体食事メニュー（糸魚川市観光協会オリジナル）

リーフキッチン（道の駅マリンドリーム能生内）

・R10%
・定員40名
・ツアー終了後、糸魚川市観光協会より請求書を発行
・乗務員、添乗員昼食800円(税込)当日現金払い
・1月2月の禁漁期間は予約不可

■感染症対策
消毒用アルコール設置、換気、座席数減らす
黙食のお願い、従業員マスク着用
レジ前フィルムカーテンの設置 等

お食事処漁火（道の駅親不知ピアパーク敷地内）

■予約
糸魚川市観光協会 TEL025-555-7344
※掲載メニューに関する料金での店舗へのお問合せ
はお控えください。

紅ズワイガニ天丼 ＠1,900円(税込) 紅ズワイガニ丼 ＠1,900円(税込)

■予約
糸魚川市観光協会 TEL025-555-7344
※掲載メニューに関する料金での店舗へのお問合せ
はお控えください。

■感染症対策
消毒用アルコール設置、換気、座席数減らす
黙食のお願い、従業員マスク着用 等

・R10%
・受入人数10名～
・最大定員54名（ソーシャルで30名程度）
・GW、お盆期間、夏休みの土日は受入不可
・乗務員、添乗員昼食550円(税込)当日現金払い
・1月2月の禁漁期間は冷凍または他産地のカニで対応可
・ツアー終了後、糸魚川市観光協会より請求書を発行
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カニ御膳 ＠5,940円(税込) カニ定食B ＠4,620円(税込) ※カニチラシ

※ほかにもメニュー多数あり



立ち寄りスポット➀

高浪の池

（ヒーリングガーデン高浪）

所要時間：30分程度
駐車場 ：大型バス駐車可
アクセス：北陸自動車道糸魚川ICより車で約30分
休み ：11月中旬～４月下旬まで冬季閉鎖
問い合せ：TEL025-5556-2327

標高540ｍの白馬山麓国民休養地にある深さ13

ｍの高浪の池。奥には約3億年前のサンゴ礁が

移動してできた石灰岩の山・明星山がそびえま

す。高浪の池と明星山の絶景は、春から秋まで

四季折々の風景が楽しめます。レストハウスで

はお弁当やそばなど、団体昼食も予約可能。



立ち寄りスポット②

道の駅マリンドリーム能生

近隣の能生漁港から直送！漁船ごとに紅ズワ

イガニを直売するかにや横丁が並びます。鮮

魚センターやお土産売り場も充実。施設内の

食事処では、団体昼食の利用もOK！施設の裏

は日本海の青い海が広がります。

手数料あり
所要時間：40分程度
駐車場 ：大型バス５台以上可
アクセス：北陸自動車道能生ICより車で約5分
休み ：元旦
問い合せ：TEL025-566-3456／FAX025-566-3419



立ち寄りスポット③

フォッサマグナミュージアム

糸魚川の海岸で採取されたヒスイや、世界中か

ら集めた鉱物等を展示した博物館。 今なお活動

を続ける焼山火山から噴出した火山岩など最古

と最新の大地の歴史が凝縮。世界中の綺麗な宝

石や鉱物がここまで展示されている博物館は珍

しい。

手数料あり
入館料 ：大人500円（20名以上400円）／高校生以下無料
営業時間：9:00～17:00（16:30最終受付）
駐車場 ：あり（大型バス数台駐車可）
休み ：12月～2月の月曜・祝日の翌日、年末年始
問合せ ：TEL025-553-1880／FAX025-553-1881



立ち寄りスポット④

玉翠園・谷村美術館

日本最高峰の木彫彫刻家・澤田政廣氏が手掛け

た作品を展示する美術館。不思議な形の外観は、

建築界の巨匠・村野藤吾氏が仏像一体ずつに合

わせて設計された。隣接する玉翠園は、遠くの

山を借景した鑑賞式日本庭園で、冬には雪景色

も鑑賞できる室内施設。

手数料あり
入館料 ：大人500円（20名以上400円）／高校生以下300円
営業時間：9:00～17:00（16:30最終受付）
駐車場 ：あり（大型バス駐車可）
休み ：12月～3月中旬の火曜（祝日の場合翌日）、年末年始
問合せ ：TEL025-552-9277／FAX025-552-9310



立ち寄りスポット⑤

翡翠園

コバルト色の70ｔのヒスイ原石を配置した回遊

式庭園。松林を背景に、三つの滝・池・曲水を

もって構成されており、巨石と数多くの石を使

用。春～秋にかけて四季折々の風景が楽しめる。

手数料あり
入館料 ：大人500円（20名以上400円）／高校生以下300円
営業時間：9:00～17:00（16:30最終受付）
駐車場 ：あり（大型バス駐車可）
休み ：12月～3月中旬
問合せ ：TEL025-552-9277／FAX025-552-9310



立ち寄りスポット⑥

親不知

北陸道最大の難所。北アルプスが一気に日本海

へ落ち込む様子が一目瞭然。コミュニティロー

ドの展望台からは眼下700ｍの日本海を一望で

き、晴れた日には能登半島も眺望できます。

所要時間：20分～30分程度
駐車場 ：あり（大型バス駐車可）※親不知観光ホテル前
アクセス：北陸自動車親不知ICより車で約5分
休み ：なし
問い合せ：TEL025-555-7344／FAX025-555-7364



立ち寄りスポット⑦

親不知海岸

様々な種類の石やヒスイが見つかることもある

親不知海岸。併設する道の駅親不知ピアパーク

は、観光案内所や食事施設もあり、親不知に来

た際は立ち寄りたいスポットのひとつ。大きな

亀の銅像「ミリオン」も見どころ！

所要時間：30分程度
駐車場 ：あり（大型バス駐車可）
アクセス：北陸自動車親不知ICより車で約5分
問い合せ：TEL025-561-7288



糸魚川駅の紹介（ＪＲ西日本・えちごトキめき鉄道）

ジオステーションジオパル
（糸魚川駅アルプス口１階）

●インフォメーションコーナー
ユネスコ世界ジオパークの情報展示や観光案内所ではレンタサイクルの貸出も

●キハ52待合室
大糸線を走っていたキハ52車両とトワイライトエクスプレス再現車両の展示

●ジオラマ鉄道模型ステーション
モニターを見ながら運転手気分で操作体験が可能（30分500円）見学のみ無料

〈営業時間〉
インフォメーションコーナー／キハ52待合室
月～金：8:30～19:00（7～9月19:30まで）

トワイライトエクスプレス再現車両
月～日：10:00~15:00

ジオラマ鉄道模型ステーション
月～金：10:00～18:00／土日祝：9:00～18:30（7～9月19:00）

〈施設・周辺駐車場に関するお問合せ〉
糸魚川市観光協会 TEL 025-555-7344

糸魚川観光物産センター
（日本海口隣接ヒスイ王国館1階）

トワイライトエクスプレス
再現車両内での貸切食事

電車の待ち時間に、時間調整に。
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宿泊施設（温泉）

柵口温泉権現荘

部屋数：和室20／洋室6／和洋室4 定員：102名

〒949-1323 新潟県糸魚川市田麦平26-1

TEL 025-568-2201/FAX 025-568-2136/ メール info@gongenso.com

アクセス：北陸自動車道能生ICより約20分）

和室36／洋室6／和洋室2 定員：120名

〒949-0464 新潟県糸魚川市大所885-1

TEL 025-557-2000/FAX 025-557-2114/メール info@kunitomi.co.jp

アクセス：北陸自動車道糸魚川ICより約30分

姫川温泉ホテル國富翠泉閣

和室53／洋室11／和洋室2 定員：200名

〒941-0064 新潟県糸魚川市大野298-1

TEL 025-550-1000/FAX 025-550-1010/メール info@kunitomi.co.jp

アクセス：北陸自動車道糸魚川ICより約５分

糸魚川温泉ホテル國富アネックス

笹倉温泉龍雲荘

和室風呂有20／和室風呂無6／和洋室1 定員：60名

〒949-1221 新潟県糸魚川市大平5804

TEL 025-559-2211/FAX 025-559-2213/メール toiawase@sasakura-onsen.com

アクセス：北陸自動車道糸魚川ICより約40分



ひろっこ

パーソナル商品への組込み素材のご提案

●パーソナル商品への組込み素材として糸魚川市観光協会独自のプランをご提供いたします。
発券いただいたバウチャー等を直接店舗にお持ちいただく事によりサービスの提供が可能です。

「石のまち」いといがわ
糸魚川では親不知海岸・須沢海岸・ヒスイ海岸で多種多様な石を見
つけることができます。まれに国の石「翡翠（ひすい）」を見つける
事ができます。世界でも稀な宝石を拾えるまちとして多くの方に
おいで頂いております。ひろっこはその石探しに役立つアイテムを
コンパクトにまとめたグッズBOX。石を拾った後はコレクションボック
スとして石の保管が可能な石拾いのマストアイテムです。

通常販売価格：￥800（税込）

特別価格：￥500（税込）
（手数料１０％）

販売場所（バウチャー引き換え場所）

糸魚川駅観光案内所（アルプス口・日本海口）

ジオラマ鉄道模型運転体験

「鉄道のまち」いといがわ
糸魚川駅ジオステーションジオパル内には日本海側最大級の鉄道模型
ジオラマがあります。多くの鉄道関連グッズの展示と鉄道模型を実際に
動かすことができます。休日には順番待ちが出るほどの人気です。
新幹線の乗車までちょっと時間がある時など気軽にご利用いただけます。

通常販売価格：￥500（30分税込）

特別価格：￥300（税込）
（手数料１０％）

販売場所（バウチャー引き換え場所）
糸魚川駅ｼﾞｵｽﾃｰｼｮﾝｼﾞｵﾊﾟﾙ内

ジオラマ運転体験受付

Lunch at ﾄﾜｲﾗｲﾄｴｸｽﾌﾟﾚｽ

「鉄道のまち」いといがわ
糸魚川駅ジオステーションジオパルには豪華寝台特急「トワイライトエ
クスプレス」を糸魚川産の杉を利用して再現した展示車両があります。
その車両を使い全社貸切にてゆっくりとお食事をあじわうことができま
す。糸魚川の豊かな自然の中で育った四季おりおりの山海の幸を車窓を
流れる日本海の風景と共にお楽しみいただけます。

通常販売価格：￥5,000（お1人様税込）

特別価格：￥3,500（お1人様税込）
（手数料１０％）

事前予約制
定員：１グループ（最大6名様）
時間：11：30～12：30
メニュー：ご予約時に１グループに付き市内
参加店舗の中から１店舗お選びいただきます。
予約先：（一社）糸魚川市観光協会

お買物券（利用券）

糸魚川駅ヒスイ王国館１階「糸魚川観光物産センター」
で使用可能なお買物券。

普通車３時間 ¥500 ⇒ ¥300
（手数料１０％）

現地にて追加料金で電動ｱｼｽﾄ付きに変更可能

（単売不可）

（単売不可）

（単売不可）

発生手配

レンタサイクル
（単売不可）

糸魚川市内のちょっとお出かけに便利なレンタサイクル

販売価格：¥1,000
（1,500分使用可能）（手数料１０％） 受付：糸魚川駅アルプス口観光案内所
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令和3年度糸魚川市内助成金一覧

R3助成金のご紹介

●R3糸魚川市旅行商品送客事業（貸切バス1台につき最大5万円の助成）※糸魚川市

・令和3年4月1日～令和4年3月31日までに実施される募集型企画旅行であること。

・新潟県内の駅を乗車または降車し、北陸新幹線を利用すること。

・北陸新幹線糸魚川駅で乗車または降車すること。

・貸切バス又はレンタカーを利用して指定する飲食施設または土産物販売施設を1か所以上かつ30分以上利用すること。又は糸魚川駅から平岩駅間を含む大糸線に

乗車すること。

・貸し切りバスを借り上げる場合は、同一企画内における実際の参加人数が10名以上であること。（添乗員・乗務員除く）

・レンタカーを借り上げる場合は、レンタカーを借り上げる旅行の初日から最終日までに、指定する宿泊施設に宿泊すること。

・糸魚川市観光協会会員の宿泊施設を利用すること（＋2万円）※貸切バスのみ

●R3糸魚川市体験教育旅行誘致促進事業補助金（1泊あたり1人500円） ※糸魚川市
・修学旅行、校外学習、体験学習、合宿の宿泊費を助成

・糸魚川市外の小中学校、高校、専門学校、大学、地区子ども会等の団体（学校教育法第1条に規定するもの）

・糸魚川市内のホテル、旅館、民宿等を利用して実施する修学旅行、校外学習、体験学習、合宿等で10人泊以上の場合

・生徒、引率ともに1泊あたり1人500円

・令和4年3月31日まで

〈お問合せ〉

糸魚川市産業部商工観光課 TEL 025-552-1511（平日8:30～17:00） メール kanko@city.itoigawa.lg.jp



お問い合わせ

2022年1月作成

糸魚川の観光情報やツアー造成に関するお問合せはお気軽に以下までご連絡ください。

一般社団法人糸魚川市観光協会
〒941-0061 新潟県糸魚川市大町1-7-47糸魚川ｼﾞｵｽﾃｰｼｮﾝ･ｼﾞｵﾊﾟﾙ内

営業日・営業時間：月～金曜日 8:30～17:00（土日祝日休業）

電話：025-555-7344 FAX：025-555-7364

観光協会E-mail  itoigawa-kanko@ae.wakwak.com

観光協会HP https://www.itoigawa-kanko.net/

旅する糸魚川 https://itoigawa-taiken.net/
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